
静 岡 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

富士川 富士川 一般河川改修事業 728　
≪山梨県
やまなしけん

≫笛吹市
ふえふきし

、身延町
みのぶちょう

≪静岡県
しずおかけん

≫富士市
ふじし

狩野川 狩野川 一般河川改修事業 1,486　 沼津市
ぬまづし

、清水町
しみずちょう

、伊豆
いず

の国市
くにし

、三島市
みしまし

安倍川 安倍川 一般河川改修事業 969　 静岡市
しずおかし

大井川 大井川 一般河川改修事業 878　 島田市
しまだし

、焼津市
やいづし

、吉田町
よしだちょう

菊川 菊川 一般河川改修事業 946　 掛川市
かけがわし

、菊川市
きくがわし

天竜川 天竜川下流 一般河川改修事業 683　 浜松市
はままつし

、磐田市
いわたし

狩野川 狩野川 河川工作物関連応急対策事業 30　 清水町
しみずちょう

菊川 菊川 河川工作物関連応急対策事業 80　 掛川市
かけがわし

狩野川 総合水系環境整備事業 52　 函南町
かんなみちょう

、清水町
しみずちょう

大井川 総合水系環境整備事業 69　 島田市
しまだし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・静岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

大井川 大井川 事業間連携河川事業 352　 川根
かわね

本
ほん

町
ちょう

太田川 太田川 事業間連携河川事業 100　 磐田市
い わ た し

、袋井市
ふ く ろ い し

富士川 小潤井川 事業間連携河川事業 270　 富士市
ふ じ し

天竜川 安間川 事業間連携河川事業 130　 浜松市
はままつし

富士川 沼川 大規模特定河川事業 2,300　 沼津市
ぬ ま づ し



静岡県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 天竜川天竜川ダム再編 410 488



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　１／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あべかわ おおやがわ おおやがわ おおやさんぷくこう しずおかし あおいく うめがしま

静岡河川 砂防 安倍川 大谷川 大谷川 大谷山腹工 静岡市 葵区 梅ヶ島 山腹工 440
あべかわ あべかわ うらのさわ うらのさわさぼうえんてい しずおかし あおいく うめがしま

安倍川 安倍川 ウラの沢 ウラの沢砂防堰堤 静岡市 葵区 梅ヶ島 砂防堰堤工 61
あべかわ あべかわ にゅうじまみなみさわ にゅうじまみなみさわさぼうえんてい しずおかし あおいく にゅうじま

安倍川 安倍川 入島南沢 入島南沢砂防堰堤 静岡市 葵区 入島 砂防堰堤工 1
あべかわ あべかわ びわみずさわ びわみずさわさぼうえんてい しずおかし あおいく ひらの

安倍川 安倍川 ビワミズ沢 ビワミズ沢砂防堰堤 静岡市 葵区 平野 砂防堰堤工 257
あべかわ あべかわ うとうぎにしさわ、かみうとうぎさわ うとうぎちくさぼうえんていこうぐん しずおかし あおいく うとうぎ

安倍川 安倍川 有東木西沢、上有東木沢 有東木地区砂防堰堤工群 静岡市 葵区 有東木 砂防堰堤工 129

合計 ５箇所 888

工　種
事業費
（百万円）

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　２／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かのがわ かのがわ いりぼらがわ いちやまちくさぼうえんていこうぐん いずし いちやま

沼津河川国道 火山砂防 狩野川 狩野川 入洞川 市山地区砂防堰堤工群 伊豆市 市山 砂防堰堤工 342
かのがわ おおみがわ おくのさわ かみしらいわさぼうえんていぐん いずし かみしらいわ

狩野川 大見川 奥の沢 上白岩砂防堰堤群 伊豆市 上白岩 砂防堰堤工 60
かのがわ かのがわ まちざわがわ まちざわがわさぼうえんていぐん いずし かじやま

狩野川 狩野川 松沢川 松沢川砂防堰堤群 伊豆市 梶山 砂防堰堤工 148
かのがわ かのがわ よいちざかがわ よいちざかだい１さぼうえんていかいちく いずし ゆがしま

狩野川 狩野川 与一阪川 与一阪第１砂防堰堤改築 伊豆市 湯ヶ島 砂防堰堤工 100
かのがわ かきぎがわ かきぎがわ かきぎだい１さぼうえんていかいちく いずし おおだいらかきぎ

狩野川 柿木川 柿木川 柿木第１砂防堰堤改築 伊豆市 大平柿木 砂防堰堤工 100
かのがわ ねっこがわ ねっこがわ ねっこだい２さぼうえんていかいちく いずし ねっこ

狩野川 猫越川 猫越川 猫越第２砂防堰堤改築 伊豆市 猫越 砂防堰堤工 110
かのがわ おおみがわ なかのさわ なかのさわさぼうえんていかいちく いずし かみしらいわ

狩野川 大見川 中の沢 中の沢砂防堰堤改築 伊豆市 上白岩 砂防堰堤工 100

合計 ７箇所 960

工　種
事業費
（百万円）

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（静岡県　３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじさん うるいがわ おおさわがわ おおさわがわげんとうぶ ふじのみやし ふじさん

富士砂防 火山砂防 富士山 潤井川 大沢川 大沢川源頭部 富士宮市 富士山 斜面対策工 480
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 85
ふじさん かざまつりがわ ためのさわ かざまつりじょうだいにりゅうえんていこうぐん ふじのみやし やまみや

富士山 風祭川 溜野沢 風祭上流第２堰堤工群 富士宮市 山宮 砂防堰堤工 13
ふじさん かざまつりがわ はるさわ はるさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 春沢 春沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 100
ふじさん かざまつりがわ くらほねさわだい１しけい くらほねさわだい１しけいゆうさちこう ふじのみやし きたやま

富士山 風祭川 鞍骨沢第１支渓 鞍骨沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 北山 遊砂地工 85
ふじさん ゆみさわがわ いちべえさわだい１しけい いちべえさわだい１しけいゆうさちこう ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢第１支渓 市兵衛沢第１支渓遊砂地工 富士宮市 粟倉 遊砂地工 480
ふじさん ゆみさわがわ たてぼりさわ たてぼりさわゆうさちこう ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 立堀沢 立堀沢遊砂地工 富士宮市 粟倉 遊砂地工 400
ふじさん ぼんぷがわ ふどうさわ ぼんぷがわえんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 凡夫川 不動沢 凡夫川堰堤工群 富士市 大淵 遊砂地工 477
ふじさん あしどりがわ おおくぼさわ おおくぼさわえんていこうぐん ふじのみやし きたやま

富士山 足取川 大久保沢 大久保沢堰堤工群 富士宮市 北山 砂防堰堤工 19
ふじさん あかぶちかわ せんぞくかわ せんぞくだい３えんていこうぐん ふじし おおぶち

富士山 赤渕川 千束川 千束第３堰堤工群 富士市 大淵 砂防堰堤工 15
ふじさん うるいがわ あしどりがわ いちのたけさわさぼうえんてい ふじのみやし きたやま

富士山 潤井川 足取川 一ノ竹沢砂防堰堤 富士宮市 北山 砂防堰堤工 5
ふじさん うるいがわ あしどりがわ あげくぼさわえんてい ふじのみやし きたやま

富士山 潤井川 足取川 揚久保沢堰堤 富士宮市 北山 砂防堰堤工 207
ふじさん ゆみさわかわ いちべえさわ ゆみさわえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 市兵衛沢 弓沢堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 2
ふじさん ゆみさわかわ くおんじ くおんじえんていこうぐん ふじのみやし あわくら

富士山 弓沢川 久遠寺 久遠寺堰堤工群 富士宮市 粟倉 砂防堰堤工 19
ふじさん うるいがわ おおさわがわ おおさわがわゆうさち ふじのみやし かみいで

富士山 潤井川 大沢川 大沢川遊砂地 富士宮市 上井出 遊砂地工 1,127
ふじさん ぬまかわ すどがわ すどがわえんていこうぐんかいちく ふじし ひな

富士山 沼川 須津川 須津川堰堤工群改築 富士市 比奈 砂防堰堤工 193
ふじさん ふじさんなんろくきんきゅうげんさいたいさくこう ふじのみやし かみいで

富士山 富士山南麓緊急減災対策工 富士宮市 上井出 減災対策工 76

合計 １７箇所 3,783

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（静岡県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆい しずおかし しみずく ゆいにしくらさわ はいすい　　　　　

富士砂防 地すべり対策 由比 静岡市 清水区 由比西倉沢 排水ﾄﾝﾈﾙ工

しんそこう

深礎工 2,084

１箇所 2,084合計

所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 てんりゅうがわ にしのひらさわ はままつし てんりゅうく にしふじだいら さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 西の平沢 浜松市 天竜区 西藤平 砂防堰堤工 30

てんりゅうがわ いもほりてらさわ はままつし てんりゅうく やまひがし さぼうえんていこう

天竜川 芋堀寺沢 浜松市 天竜区 山東 砂防堰堤工 41

てんりゅうがわ どいどみなみさわ はままつし てんりゅうく さくまちょうあいづき さぼうえんていこう

天竜川 土井戸南沢 浜松市 天竜区 佐久間町相月 砂防堰堤工 43

おおいがわ ゆやきたさわ ふじえだし おかべちょう おかべ さぼうえんていこう

大井川 湯谷北沢 藤枝市 岡部町 岡部 砂防堰堤工 116

４箇所 230

（静岡県　1/3）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 あべかわ くちさかもと しずおかし あおいく くちさかもと よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 安倍川 口坂本 静岡市 葵区 口坂本 横ボーリング工 105

あべかわ くちさかもと しずおかし あおいく くちさかもと よこ　　　　　　　　　　　こう

安倍川 口坂本No.2 静岡市 葵区 口坂本 横ボーリング工 85

てんりゅうがわ かみにしのや かけがわし かみにしのや よこ　　　　　　　　　　　こう

天竜川 上西之谷 掛川市 上西之谷 横ボーリング工 30

３箇所 220

（静岡県　2/3）

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 たけはら いずし しゅぜんじ ようへきこう

砂防等事業 竹原 伊豆市 修善寺 擁壁工 44

はら いずし しゅぜんじ ようへきこう

原 伊豆市 修善寺 擁壁工 85

みずかわはしむかい はいばらぐん かわねほんちょう みずかわ ようへきこう

水川橋向 榛原郡 川根本町 水川 擁壁工 80
ひらまつやぶした いわたし ひらまつ ようへきこう

平松藪下Ｂ 磐田市 平松 擁壁工 57
しもひらた はままつし てんりゅうく わたがしま ようへきこう

下平田 浜松市 天竜区 渡ヶ島 擁壁工 76

５箇所 342
※急傾斜の事業費は補助基本額である

（静岡県　3/3）

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地



中部地方整備局（静岡県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 富士海岸 沼津市
ぬ ま づ し

、静岡市
し ず お か し

、富士
ふ じ

市
し

1,618

海岸保全施設整備事業 駿河海岸 焼津市
や い づ し

、吉田町
よしだちょう

1,589

静岡県　計 3,207

平成３１年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



浸水対策下水道事業【下水道床上浸水対策事業】（本省配分） （単位：千円）

※備考欄は、事業費である。

計 603,000 1,206,000

箇所名 事業主体 国庫補助額 備　考

静岡市 市 603,000 1,206,000


